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第 1968 回（本年度 第 9 回） 例会 平成 25 年 9 月 4 日  晴れ   

 

●司会              秦 琢二 ＳＡＡ 

●点鐘               鈴木 昇二 会長 

●斉唱   君が代 

奉仕の理想  

     ♪ソングリーダー    須山 文夫 会員 

 

ゲスト紹介           鈴木 昇二 会長 

川崎大師ローターアクトクラブ  山口 健人 会長  

青少年交換学生    メアリー・アン・ワードさん 

 

川崎大師ローターアクトクラブ  山口 健人 会長 

先週、川崎大師ローターアクトクラブ第２例会（移動例会） 

を開催させていただきました。来週（9/11）川崎市産業振 

興会館にて 9 月度第 1 例会を開催いたします。体を動かす 

例会ですので皆様お越しをお待ちしております。 

 

 

青少年交換学生    メアリー・アン・ワード さん 

私の名前はメアリー・アン・ワードです。私は 17 歳です。 

私はアメリカのイリノイ州から来ました。家には猫がいま 

す。ホストファミリーは牛山さんです。とってもいい家族 

です。毎日楽しいです。どうぞよろしくお願いします。 

 

来訪ロータリアンの紹介    水口 衛 親睦委員長 

本日、来訪ロータリアンはございません。 

会長報告             鈴木 昇二 会長 

１、ディナーパーティーの経過報告 

２、ロータリー囲碁同好会のお知らせ 

幹事報告             清水 宏明 幹事 

１、ガバナー公式訪問・ガバナー補佐来訪の件 

２、ガバナー月信が届いています。 

３、他クラブの例会変更のお知らせを回覧します。 

４、本日第３回定例理事会があります。 

 

第 41期 

会 長 鈴木昇二 

副会長 牛山裕子 

幹 事 清水宏明 

ＳＡＡ 秦 琢二 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

  Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://kawasakidaishi-rc.com/
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入会祝・奥様誕生祝・会員誕生祝 水口 衛 親睦委員長 

入会祝 

長島 亨 会員                 1973年 9月 5 日 

久保 博和 会員                1999年 9月 8 日 

増田 昌美 会員                1999年 9月 29日 

矢野 清久 会員                2003年 9月 24日 

澤口 みよ子 会員               2011年 8月 29日 

奥様誕生祝 

布川 二三夫会員奥様  良子様               

船山 昭三会員奥様   輝子様 

宮山 光男会員奥様   富枝様 

安藤 賢一会員奥様   和子様 

倉成 保巳会員奥様   照子様 

渡辺 冨士夫会員奥様  初子様 

飯塚 元明会員奥様   百合子様 

出井 宏樹会員奥様   さち恵様 

会員誕生祝 

宮山 光男会員  

炭谷 博功会員  

石川 庸会員 

白石 浩司会員  

武者 惠吾会員 

秦 琢二会員  

小林 勇次会員 

飯塚 元明会員 

竹内 祥晴会員 

 

出席報告          須山 文夫  出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1968 回 56 43 34 9 79.07 ％

1966 回 55 43 30 13 69.77 ％

4 修正出席率 79.07 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

メークアップ             

渡辺 冨士夫・石渡 勝朗・須山 文夫・坂東 保則 

                 各会員 

 

スマイルレポート（ニコニコボックス）小林 勇次会員 

宮山 光男 会員 

夫婦共々、誕生祝いありがとうございます。 

中村 眞治 会員 

メアリーさん、ようこそいらっしゃいました。 

例会を楽しんで下さい。 

横山 俊夫 会員 

野球同好会の皆さん、昨日はお疲れ様でした。千葉、調布、

神奈川大会と頑張りましょう。 

竹中 裕彦 会員 

①昨夜、草野球の部会に参加の皆様 お疲れ様でした。今

シーズンも頑張りましょう！ 

② Mary! Welcome to KawasakiDaishi Rotary Club. 

Enjoy schoollife! 

小林 勇次 会員 

・野球同好会の皆様、昨日は、お疲れ様でした。 

・メアリーさん、ようこそ日本、大師ＲＣへ 

飯塚 元明 会員 

妻の誕生祝いありがとうございます。 

清水 宏明 幹事 

メアリーさん、ようこそ川崎大師ロータリークラブへ 

牛山 裕子 副会長 

青少年交換留学生メアリーが、日本語でご挨拶をします。

聞いてあげて下さい。 

鈴木 昇二 会長 

今月は、地区行事ＹＥ横浜国際高等学校でのオリエンテー

ション、ＹＥ歓迎会、米山夏季レクレーション、アクトの
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日、チャリティーディナーパーティー、地区ゴルフ大会、

ガバナー来訪、そして財団セミナー、米山カウンセラー研

修会、社会奉仕委員長会議と盛りだくさんです。各委員

長・委員の方々、又、会員の皆さまのご協力よろしくお願

い致します。 

 

本日のニコニコのテーマ 

「来週は、皆さんでガバナー補佐をお迎えしましょう。」 

水口 衛、細谷 重徳、前田 良賢、秦 琢二 

沼田 直輝、出井 宏樹、矢野 清久、牛山 裕子 

坂東 保則、竹内 祥晴、伊藤 佳子、岩井 茂次 

宮沢 和徳、白石 浩司、増田 昌美   各会員 

 

委員会報告 

職業奉仕委員会           石渡 勝朗 会員 

8 月 30 日に行われた「クラブ職業奉仕委員長会議」にて、 

横浜市・川崎市教員企業派遣研修について報告がありまし

た。横浜市は大勢の副校長クラスの教員が校長になるため

の研修としてきましたが、川崎市は 5～6 名とまだまだ少

ない状況です。 

2 点目は職業について、職業奉仕ポスターが出来ました。 

何れ当クラブにも配布されます。クラブ会員には全員配布

されますが、その他どこに貼ったら良いか議論されました。 

3 点目はクラブ職業奉仕活動の報告があり、中学生を対象

にし、職業講話・職場訪問・体験を行っているという実践

報告を頂きました。 

 

地区新世代奉仕委員会       須山 文夫 会員 

今月は「新世代奉仕月間」です。来たる 9/7 青少年交換学

生の帰国報告会・来日学生歓迎会が行われます。また、9/15

日には、地区ローターアクト主催の「アクトの日」イベン

トが開催されますので、参加のほどよろしくお願いします。 

今月の「新世代月間」だけでなく、ローターアクト・青少

年交換、今年は RYLA も行います。年間通じて新世代にか

かわって頂きますようお願い致します。 

 

野球同好会           中村 眞治 会員 

9 月 25 日ガバナー公式訪問の日ですが、千葉ロッテスタ

ジアムにおきまして千葉大会に参加致します。それと、11

月 15 日から 17 日まで甲府クラブの主催で選抜大会、そし

て 11月 20日に神奈川大会に参加を予定しておりますので、

お手すきの方あるいは、興味のある方がいらっしゃいまし

たら応援あるいはお手伝いいただければと思います。本年

度も野球部の活動宜しくお願い致します。 
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クラブ行事 

9 月 19 日（木）ロイヤルパークホテル 

 地区チャリティーディナーパーティー 

地区行事 

9 月 15日 地区ローターアクト「アクトの日」 

9 月 17日 地区大会実行委員会⑥ 

9 月 24日 地区大会記念 ﾁｬﾘﾃｨｰゴルフ大会 

9 月 25 日 ガバナー公式訪問 

10 月 18・19 日 地区大会 

 

クラブ協議会          鈴木 昇二 会長 

１、次年度、次々年度諮問 

２、ガバナー補佐来訪時の注意点 

  計画書を棒読みしないでくださいとのこと、 

ガバナー補佐より注意がありました。 

３、ディナーパーティーの件 

 （１）状況説明 …渡辺委員長 or会長 

 （２）各委員会より 

  ①総務委員会 ②パーティー委員会 ③会場委員会 

 ④交通委員会 

 （３）その他 

 

 

バイオリン演奏          増田 昌美 会員 

 

9 月 19 日チャリティーディナーパーティー当日のウェル

カムＢＧＭとお食事中のＢＧＭを三味線のはなわちえさ

んと一緒に増田会員のバイオリン演奏をします。それにあ

たり本日予行演習としてバイオリンの演奏をしました。 

ディナーパーティー当日は、今日よりも多くのバイオリン

だけの曲、三味線の曲、増田会員と、はなわちえさんとコ

ラボレーションした楽曲を多数演奏しますので、お楽しみ

にしてください。 

本日の演奏曲 

パッヘルベル・カノン    

バッハ・G線上のアリア 

荒井由実・ひこうき雲 

 

本日のお食事 

冷やし中華・チャーハン・中華スープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 9 月 18 日（水） 

ラジオパーソナリティーと楽しむ昭和歌謡 

フリーアナウンサー 良藤 有三 様 

：クラブ会報委員会： 

増田昌美／竹田正和／須山文夫／飯塚元明 

竹中裕彦／水口 衛／岩井茂次／中村 孝 


